
株式譲渡契約書 

株式会社××（以下「買主」という。）、株主 1（以下「売主 a」という。）と株主 2（以下「売

主 b」という。また売主 a 及び売主 b を併せて「売主ら」という。）は、売主ら保有の株式

会社○○（以下「対象会社」という。）の株式の譲渡に関し、本日、以下の内容で株式譲渡

契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

第 1条（株式譲渡） 

売主らは買主に対し、次条以下の定めに従い、売主ら保有の対象会社の株式○株（以

下「対象株式」という。）を譲り渡し、買主はこれを譲り受ける（以下「本件株式譲渡」

という。）。 

第 2条（譲渡日および支払日） 

対象株式の譲渡日は、平成○年○月○日とし（以下「譲渡日」という。）、別途当事者

にて譲渡対価の支払日（以下「支払日」という。）を定める。 

第 3条（譲渡価額） 

買主は、対象株式の対価として、売主らに対し、それぞれ下記記載の金員（一株あた

り金○円。合計○円。以下合計金額を「本件譲渡価額」という。）を支払う。 

記 

売主 a     金○円 

売主 b     金○円 

以上 

第 4条（譲渡価額の支払方法） 

1. 買主は、売主らに対し、支払日に、売主らの指定する銀行口座に振り込む方法によっ

て本件譲渡価額を支払う。ただし、振込手数料は買主の負担とする。 

記 

銀行・支店名     ○○銀行○○支店 

口座種類・番号  普通・○○○○○○○ 

名義人           ○○ ○○ 

2. 売主らは、支払日に、本件譲渡価額の領収書を発行し、買主に引き渡す。 

第 5条（重要物品等の引渡し） 

1. 売主らは、譲渡日に、以下の各号に定める重要物品等を買主に引き渡す。 

(1) 対象株式の譲渡承認に関する対象会社の株主総会議事録（写し） 
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(2) 対象株式の譲渡承認請求書・同承認書（写し） 

(3) 売主らから買主への対象株式の株主名簿名義書換請求書 

(4) 対象会社の株主名簿（写し） 

(5) 売主 a の対象会社取締役の辞任届及び第 6 条に基づき売主 a が取得した対象会社役

員の辞任届○通 

(6) 対象会社登録印（実印）及び法務局発行の印鑑カード 

2. 買主は、売主らに対し、前項各号の重要物品等の交付を条件として、直ちに、その受

領証を交付する。 

第 6条（譲渡日までの売主らの義務） 

1. 売主らは、譲渡日における本件株式譲渡の実行に向け、第 8 条に定める実行条件の充

足その他法令、本契約及び社内手続上必要とされる一切の手続を譲渡日までに適切に

完了させる。 

2. 売主 a は、対象会社の代表取締役として譲渡日までに自らの辞任届及び対象会社役員

○○の辞任届を取得する。 

3. 売主らは、本件株式譲渡の実行完了まで、対象会社に善良なる管理者の注意をもって

事業を運営させ、対象会社の資産を売却、担保設定又は株主に対する剰余金の分配な

どに供させてはならない。 

4. 売主らは、本件株式譲渡の実行完了まで、対象会社に株式又は新株予約権の発行、株

式分割、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他対象会社の資本構成に影響を及

ぼす行為を行わせてはならない。 

5. 売主らは、本件株式譲渡の実行完了まで、対象会社に本契約締結日に在籍する従業員

の異動を行わせてはならない。 

第 7条（譲渡日までの買主の義務） 

買主は、譲渡日における本件株式譲渡の実行に向け、次条に定める実行条件の充足そ

の他法令、本契約及び社内手続上必要とされる一切の手続を譲渡日までに適切に完了

させる。 

第 8条（実行条件） 

1. 買主は、譲渡日に以下の実行条件の成就を条件として、本件株式譲渡を実行する。た

だし、買主は、以下の各号に定める実行条件の全部又は一部が未成就の場合でも売主

らに本件株式譲渡の実行を請求することができる。 

(1) 第 11 条各号に定める売主らの表明保証事項が真実かつ正確であること 

(2) 売主らが、譲渡日まで第 6条に定める義務を遵守したこと 

2. 売主らは、譲渡日に以下の実行条件の成就を条件として、本件株式譲渡を実行する。
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ただし、売主らは、以下の各号に定める実行条件の全部又は一部が未成就の場合でも

買主に本件株式譲渡の実行を請求することができる。 

(1) 第 10 条各号に定める買主の表明保証事項が真実かつ正確であること 

(2) 買主が、譲渡日まで第 7条に定める義務を遵守したこと 

第 9条（譲渡実行の変更） 

1. 買主と売主らは、前条に定める実行条件の未成就のために譲渡日において本件株式譲渡

を直ちに実行できない場合には、本件株式譲渡の実行方法を誠実に協議する。 

2. 買主と売主らは、前項に定める協議が整わない場合には、本件株式譲渡を中止する。 

第 10 条（買主の表明保証） 

買主は、本契約締結日及び譲渡日において、以下の事項を表明し保証する。 

(1) 本契約の締結・履行に必要な承認その他必要な手続、監督官庁の許認可・承認等の

取得、監督官庁に対する報告・届出その他法令上必要な全ての手続を完了しており、

かつ本契約の締結・履行が法令又は買主の定款その他の社内規則に違反していない

こと 

(2) 買主が集団的に若しくは常習的に違法行為を行うことを助長するおそれがある団体

若しくはそのような団体の構成員又はこれらに準ずると合理的に判断される者（以

下「反社会的勢力」という。）ではなく、直接・間接を問わず、反社会的勢力と何ら

の資本・資金上の関係がなく、反社会的勢力が買主の経営に直接又は間接に関与し

ている事実がなく、名目の如何を問わず、資金提供その他の行為を通じ反社会的勢

力の維持、運営に協力又は関与していないこと。反社会的勢力が買主の役員又は従

業員でないこと 

第 11 条（売主らの表明保証） 

売主らは、本契約締結日及び譲渡日において、以下の事項を表明し保証する。 

(1) 本契約の締結・履行に必要な株主総会の承認その他必要な社内手続、監督官庁の許

認可・承認等の取得、監督官庁に対する報告・届出その他法令上必要な全ての手続

を完了しており、かつ本契約の締結・履行が法令又は対象会社の定款その他の社内

規則に違反していないこと 

(2) 売主らが反社会的勢力ではなく、直接・間接を問わず、反社会的勢力と何らの資本・

資金上の関係がなく、反社会的勢力が対象会社の経営に直接又は間接に関与してい

る事実がなく、名目の如何を問わず、資金提供その他の行為を通じ反社会的勢力の

維持、運営に協力又は関与していないこと。反社会的勢力が対象会社の役員又は従

業員でないこと 

(3) 対象会社の発行済株式総数は普通株式○株のみであり、新株予約権その他の対象会

社株式を取得できる権利はなく、これら株式・権利に関する発行決議もないこと。
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売主らが交付した対象会社の株主名簿の記載が真実であること 

(4) 売主らが適法かつ有効に対象株式を保有し、株主名簿上も実質上も対象会社の株主

であること。対象株式には質権、譲渡担保権その他いかなる負担もなく、買主が対

象株式の完全な権利を取得できること 

(5) 対象会社が買主に交付した対象会社の貸借対照表及び損益計算書（試算表を含む）

は、日本における公正妥当な会計基準により作成され、各作成基準日時点の対象会

社の財政状態及び経営状態を適正に示していること。対象会社に偶発債務、簿外債

務又は引当・償却不足はないこと 

(6) 対象会社は国内外で租税、社会保険料など公租公課の未払はなく、過去７年間適正

な申告を行い、これを否認する課税処分がなされるおそれがないこと 

(7) 対象会社において、取引先に対する重大な債務不履行がなく、かつ取引先による重

大な債務不履行がないこと。対象会社について、現在係属中の訴訟、仲裁、調停、

仮処分、仮差押その他の司法上又は行政上の法的手続（以下「訴訟等」という。）が

なく、対象会社が第三者に提起予定の訴訟等はなく、対象会社又はその資産を拘束

する判決その他の司法上又は行政上の判断がないこと 

(8) 本契約の締結及び履行は対象会社の重大な契約の解除、解約、取消又は無効の原因

とならないこと 

(9) 対象会社の行う事業に関する契約のうち、本件株式譲渡に関する承諾、同意又は通

知が必要な契約（本件株式譲渡が解除、制限又は禁止事由となる契約を含むがこれ

らに限られない）はないこと 

(10)対象会社は、従業員又はその所属労働組合との間で紛争がなく、その従業員に対す

る給与、退職金などの労働債務を遅滞なく履行していること 

(11)対象会社は、全ての重要な法令、通達を遵守し、必要な全ての許認可を有し、許認

可に伴う条件・要件を遵守して事業を行っていること 

(12)対象会社が、対象会社の事業の運営にあたり公害、環境保護、廃棄物処理及び清掃

に関する法令並びに行政指導上の規制を遵守し、これらに違反しておらず、かつ対

象会社が所有する不動産について土壌汚染その他の環境汚染が発生しておらず、又

はこれらの事項に関して官公庁若しくは第三者から警告若しくはクレームを受けて

いないこと 

(13)対象会社が、買主売主ら間の基本合意締結日以降、買主の事前の書面による同意に

よらず、次の各号に掲げる行為を行っておらず、その他対象会社の資産・財務内容

に重大な変更を生じさせていないこと 

ｲ 重大な資産の譲渡、処分若しくは賃貸借、又は新たな借入その他の債務負担、保

証若しくは担保設定 

ﾛ 新たな設備投資、非経常的な仕入、又は非経常的な契約の締結、解約若しくは解

除 
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ﾊ 従業員の大幅な新規採用又は解雇 

ﾆ 対象会社の株式の譲渡承認（ただし、本件株式譲渡の承認を除く） 

ﾎ 増資、減資、株式分割、合併、会社分割、株式交換又は株式移転 

(14)売主らと対象会社は、対象事業の運営又は価値に関連を有する重要な文書及び情報

で買主から開示要請を受けたものは全て買主に開示しており、開示情報は重要な点

で真実かつ正確であり、不正確な資料を提供したことはないこと 

第 12 条（譲渡後の買主の義務） 

1. 買主は、譲渡日後最低１年間は、対象会社が譲渡日に雇用している正社員の雇用を維

持し譲渡日の労働条件を実質的に下回らないように努める。 

2. 買主は、譲渡日に、対象会社をして、代表取締役である売主 a に対し、金○円を退職

慰労金として支払わせる。 

第 13 条（譲渡後の売主らの義務） 

1. 売主らは、本件株式譲渡後、買主が対象会社の経営を行うにあたり、別途定める方法

に従って、買主に対して対象事業の引継ぎ及び経営における助言等の支援を行う。 

2. 売主らは、譲渡日後 3 年間は、対象会社と競業関係に立つ業務を行わず又は第三者に

これを行わせない。 

第 14 条（債務の弁済） 

買主は、譲渡日において、対象会社をして、売主らに対する借入債務金○円の全額を

返済させるものとする。 

第 15 条（保証債務の解消、担保権の抹消） 

買主は、譲渡日後速やかに、買主の責任と費用負担にて、対象会社の債務に関する売

主らの全ての保証債務から売主らを離脱させ、かつ売主らの所有資産に設定された抵

当権その他の担保権（以下「抵当権等」という。）の登記抹消に必要な手続を行い、こ

れらの手続の完了までに売主らが債権者から保証責任の追及又は抵当権の実行をなさ

れた場合には、全て買主の責任と費用負担にて処理する。 

第 16 条（解除） 

1. 買主と売主らはいずれも、相手方が表明保証条項その他本契約上の重大な義務に違反

し当該相手方に対する書面による是正を求める旨の通知後相当期間を経過しても違反

が是正されない場合には、譲渡日以前に限り、本契約を解除することができる。第 9

条に定める協議により譲渡日を改めて定めた場合（以下、改めて定めた譲渡日を「新

譲渡日」という。）、本条の規定中、「譲渡日」とあるのは、「新譲渡日」と読み替える。 
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2. 買主と売主らはいずれも、譲渡日以前に相手方に以下に定める事由のいずれかが発生

した場合には、何らの催告を要さず直ちに相手方に対する書面による通知により本契

約を解除することができる。 

(1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他これに類する倒産手続

開始の申立てを行い又は第三者からこれら手続の申立てがなされたとき 

(2) 支払の停止があったとき又は手形若しくは小切手を 1回でも不渡りにしたとき 

(3) 営業廃止若しくは解散し又は官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受け

たとき 

(4) 組織・業態又は支配権の変更など対象会社の経営に重大な影響を及ぼす行為があっ

たとき 

(5) その他本契約の遂行に著しい困難を生じる相当の理由があるとき 

第 17 条（損害の賠償又は補償） 

1. 買主と売主らはいずれも、故意又は過失により本契約に違反しこれにより相手方又は

対象会社に損害（第三者からの請求に基づくものを含み、また合理的な範囲での弁護

士費用を含む。以下本条において同じ）が発生した場合、本件譲渡価額を上限として、

譲渡日後 1 年間に限り、相手方又は対象会社に対して当該損害を賠償する。ただし、

譲渡日後 1 年以内に損害賠償を請求した場合は、同期間経過後も賠償を受ける権利は

存続する。 

2. 前項の定めにかかわらず、買主と売主らはいずれも、自らが行った表明保証が真実で

なく又は不正確であることに起因して相手方が被った損害については、本件譲渡価額

を上限として、譲渡日後 1年間に限り、相手方に対し、当該損害を賠償又は補償する。

ただし、譲渡日後 1 年以内に損害賠償又は補償を請求した場合は、同期間経過後も賠

償又は補償を受ける権利は存続する。 

3. 前 2 項の損害賠償又は補償の請求は、賠償又は補償の原因となる具体的な事実及び賠

償又は補償を求める金額を合理的に記載した書面により行う。 

第 18 条（権利義務の譲渡禁止） 

買主と売主らはいずれも、相手方の書面による事前承諾なしに、本契約に基づく権利・

義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、移転し又は第三者のための担保に供する

など一切の処分を行わない。 

第 19 条（秘密保持） 

1. 買主と売主らは、次の各号に定める情報を除き、相手方当事者の事前の書面による承

諾なしに、書面、電子メール、電磁的記録、口頭その他方法の如何を問わず、本件株

式譲渡の検討に関して相手方当事者より開示された一切の情報、基本合意締結の事実
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及び基本合意の内容並びに本契約締結の事実及び本契約の内容に関する一切の情報

（以下、併せて「秘密情報」という。）を、本契約の目的達成のため以外に使用しては

ならず、又は第三者に開示しない。ただし、買主と売主らは本契約の目的達成に合理

的に必要な範囲で、役員若しくは本件株式譲渡の検討・実行に関与する従業員又は弁

護士、公認会計士、税理士、司法書士、コンサルタントその他の専門家に本条と同等

の秘密保持義務を課した上で秘密情報を開示することができる。 

(1) 開示された時点で既に公知公用となっていた情報 

(2) 開示された後受領者の責めによらないで公知公用となった情報 

(3) 開示された時点で既に自ら保有していた情報 

(4) 秘密情報によることなく受領者が独自に開発した情報 

(5) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示された情報 

2. 買主と売主らは、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める場合には、秘密情報を

開示することができる。 

(1) 本契約の目的達成のため合理的に必要な範囲で、役員若しくは本契約の検討に関与

する従業員又は弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、コンサルタントその他の

専門家に本条と同等の秘密保持義務を課した上で開示する場合 

(2) 法令又は裁判所の命令により秘密情報の開示を義務付けられ、事前に（緊急やむを

得ない場合には事後速やかに）当該開示について相手方当事者に対し速やかに通知

し、かつ、当該義務の履行に必要な範囲で開示する場合 

3. 本件株式譲渡に関する公表は、買主と売主らが協議の上実施することとし、その具体

的な内容、時期及び方法は、別途合意して定める。 

4. 本条に基づく買主と売主らの義務は、譲渡日後 2年間有効に存続するものとする 

第 20 条（費用） 

買主と売主らが本契約の締結及び履行に要した費用（専門家費用を含む）は、特段の

合意がない限り各当事者の負担とする。 

第 21 条（完全合意） 

本契約は、本件株式譲渡その他本契約における対象事項に関する買主及び売主らの最

終的かつ完全な合意を構成するものであり、かかる対象事項に関する本契約締結日ま

での両当事者間の一切の契約、合意、約定その他の約束（書面によると口頭によると

を問わない。また、両当事者間の平成○年○月○日付基本合意書を含む）は、本契約

に別段の定めのある場合を除き、本契約締結をもって失効する。 

サ
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第 22条（管轄） 

買主及び売主らは、本契約に起因し、又はこれに関連する一切の紛争については、○

○地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 

第 23 条（誠実協議） 

買主と売主らは、本契約の条項の解釈につき疑義が生じた場合又は本契約に定めのな

い事項については、誠意をもって協議し解決する。 

本契約成立の証として本契約書原本 3 通を作成し、買主、売主らが各自署名押印のうえ各

１通保管する。 

平成○年○月○日 

買主：住所 

株式会社×× 

代表取締役 

売主 a：住所 

氏名 

売主 b：住所 

氏名 サ
ン
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